＋６６【ぶたたま】
【ねこ また 】騒動 （そう どう ）が終 わ ったばか りな のに、 また村 びと
たちが騒 ぎは じめた ことが ありま した 。
とにか く村 びとた ちは、 たぶ ん騒ぐ の が好きな んだ ろう、 なんで もか
んでも騒 ぎす ぎる。
こんど は【 ぶたた ま】が でたと いう の です。
豚肉と 玉子 をつか った、 新しい 食べ 物 としかお もわ れなか ったの で、
「わしに も、 その【 ぶたた ま】く わせ ろ や」
という と、
「頼むで 、金 ちゃん 。【 ぶたた ま】食 っ てけろや 」
飯場（ はん ば）の 半さん が、よ ろこ ん でいいま した 。
半さん には 、残飯 （ざん ぱん ）を何 度 か貰って いた ので、 恩があ りま
す。
【ぶた たま 】食っ て半さ んが よろこ ん でくれる なら 、万々 歳（ば んば
んざい） です 。
それに し て も、旨 そうな 名称で す。
「どこに ある んじゃ 、【 ぶたた ま】は 」
ときく と、
「どこに ある 、とい うより も、ど こに い る、だよ なあ 」
と、半 さん は変な 返事を する。
これは やば いとお もって いると 、
「裏の厨 房（ ちゅう ぼう） さ、顔 だし て みろや」
「ちゅう ぼう たあ、 めしつ くると こじ ゃ な」
半さん が案 内して くれな いの で、あ と に引けな くな ったぼ くは、 飯場
の厨房に 行き ました 。
すると そこ に、汚 くてで っか い、い っ ぴきの豚 がい て、ひ たすら 玉子
を食って いる 。
玉子の 殻（ から） まで食 ってい る。
「おまえ が【 ぶたた ま】か い 」
きいて も、 返事が ありま せん。

ぼくの こと も気に ならな いふう で、 玉 子ばかり 食い まくっ ている 。
そうし て、 玉子を 食い終 える と、ち ら かった厨 房か らおも むろに でて
いきまし た。
（なんじ ゃい 、ぶた が、たまご 、く っとる から、
【ぶ たたま 】か い。だば、
わしが、 たま ご、く っとっ たら 、【き ん たま】か い）
莫迦莫 迦（ ばかば か）し いと おもい な がら、懐 爺に 事のあ らまし を告
げると、
「【ぶ たたま 】もおば けなん です よ。そう やって玉 子を いっぱ い食べ ると 、
こどもを 玉子 で産む ように なり ます。 玉 子でこど もを 産む豚 は、や はり
お ば け で しょ う」
「そうか のう 。きょ うりゅ うだ って、 た まご、う むか らのう 。ぶた だっ
て、おお むか しは、 たまご うんだ かも し れんから のう 」
「なるほ ど。 恐竜も 玉子で 産み ますね 。 豚も玉子 で産 んでも 不思議 はあ
りません ね」
「そうじ ゃ。 よって 【ぶた たま】 は、 お ばけでは ない のじゃ 」
「そうで すね 、そう しまし ょう」
という わけ で【ぶ たたま 】は おばけ で はなくな り、
【き んたま 】も おば
けではな くな りまし た。
けれど も残 念なが ら、貧 乏な ぼくの 家 では、玉 子な ど食べ たこと がな
く、ぼく が【 きんた ま】に なっ たのは 、 ぼくの金 玉が 大人に なって か ら
でした。

